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1. はじめに 

1.1. 基本計画の構成
本基本計画は、下記 9 章により構成されています。

◆背景や目的、全国の道の駅の整備状況やさいたま市の現状

◆基本構想に基づいた施設を作る上での方針

◆事業地の選定と周辺の施設立地状況

◆本事業に対する民間事業者からの意見

◆本事業に対する市民からの意見

◆協議会等からの施設の導入機能や規模に関する意見

◆施設の導入機能や規模及び収支

◆整備手法

◆開設までのスケジュール
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1.2. 背景と目的
現在、日本は世界に先駆けて「人口減少・超高齢社会」を迎

えています。今後、深刻化が予測されている人口減少や超高齢

社会に対応するため、国では地方創生を重点課題として位置付

け、政府一体となって課題解決に向け、取り組むこととしてお

り、各地域においてもそれぞれの特徴を活かし、自律的で持続

的な社会を創生するための取組が不可欠となっています。 

さいたま市（以下「市」という。）においても、2030 年頃ま

では人口の増加が見込まれるものの、その後は高齢化が急速に

進み、人口が減少していくと予測されており、また、人口減少

に先駆けて 2025 年以降には生産年齢人口も減少すると予測され、市内経済規模の減少が見込

まれることから、本市の経済活性化を図る新たな事業展開が必要とされています。 

平成 26 年「道の駅」は、国において“まち”の特産物や観光資源を活かして“ひと”を呼

び、地域に“しごと”を生み出す地方創生の中核的施設として位置付けています。全国の「道

の駅」は、経済の好循環を行き渡らせる成長戦略の強力なツールとなっているほか、防災機

能や地域福祉機能など、地域の実情に合わせた機能を兼ね備え、独自の進化を遂げ始めてい

ます。 

本市は、総合振興計画「2020 さいたま希望
ゆ め

のまちプラン」において、「多彩な都市活動が展

開される東日本の交流拠点都市」を将来都市像の一つと掲げ、市の特性である充実した鉄道

網・道路網を活かし、ヒト・モノ・情報の拠点性を高めながら、新しい産業や多種多様な市

民活動を創造し、国内外と交流する自立都市を目指すこととしています。また、平成 30年 2

月策定の「さいたま市総合振興計画後期基本計画後期実施計画」において、「（仮称）農業及

び食の流通・観光産業拠点整備」事業として、地域振興等につながる新たな拠点「道の駅（地

域経済活性化拠点）」と「さいたま市食肉中央卸売市場・と畜場（以下『さいたま市食肉市場』

という。）」を検討していくことが位置付けられています。 

また、令和元年 11 月には「道の駅」整備に向けて、“地域と共につくるさいたま市らしさ

が息づく「都市型道の駅」”という道の駅整備に係る考え方のもと、基本方針、コンセプト、

整備内容、立地要件、運営方法等をとりまとめ「さいたま市「道の駅」基本構想～（仮称）農

業及び食の流通・観光産業拠点～」の策定を行いました。 

こうしたことから、「道の駅」は、人口減少・超高齢社会の到来という喫緊の課題に対し、

市の将来を見据えた新たな事業展開の方向性と一致しており、市の優位性を活かした効果的

なまちづくり・地方創生を成し遂げられる可能性が高い施設と考えられます。 

さいたま市「道の駅」基本計画は、市が地域と地域をつなぎ、民間の活力を引き出すハブ

拠点として、「さいたま市ならでは」の「道の駅」の基本方針や導入機能、規模等を示したも

のです。 

本計画に基づき市民・事業者の皆様と相互に協力・連携しながら、新たな「道の駅」と「さ

いたま市食肉市場」を一体的に整備することで、我が国を代表する一大「ミートランド」と

して、さいたま市の地域経済活性化と経済発展のみならず、我が国の経済成長にも大きく寄

与する施設として、整備を進めてまいりたいと考えております。皆様のご理解とご協力をよ

ろしくお願いいたします。
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1.3. 道の駅とは
(1) 「道の駅」制度

長距離ドライブが増え、女性や高齢者のドライバーが増加するなかで、道路交通の円滑な

「ながれ」を支えるため、一般道路にも安心して自由に立ち寄れ、利用できる快適な休憩の

ための「たまり」空間が求められている。 

また、人々の価値観の多様化により、個性的でおもしろい空間が望まれており、これら休

憩施設では、沿道地域の文化、歴史、名所、特産物などの情報を活用し多様で個性豊かなサ

ービスを提供することができる。 

さらに、これらの休憩施設が個性豊かなにぎわいのある空間となることにより、地域の核

が形成され、活力ある地域づくりや道を介した地域連携が促進されるなどの効果も期待され

ている。 

こうしたことを背景として、道路利用者のための「休憩機能」、道路利用者や地域住民のた

めの「情報発信機能」、そして「道の駅」をきっかけに町と町とが手を結び活力ある地域づく

りを共に行うための「地域の連携機能」、の 3つの機能を併せ持つ休憩施設「道の駅」が誕生

した。 

出典：「道の駅」の目的と機能／国土交通省 

■ 目的 

 道路利用者への安全で快適な道路交通環境の提供 

 地域の振興に寄与 

■ 基本コンセプト 

出典：「道の駅」の目的と機能/国土交通省 

図 1.1 道の駅の基本コンセプト
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(2) 市における「道の駅」の考え方

市では、鉄道や道路の交通結節点として、また、経済・文化・情報など広域的機能を持つ

首都圏の中枢都市として、更には東北・北関東地方や上信越地方との連携強化を図り、東日

本の中枢都市として成長・発展を遂げるための取組を推進している。これらの施策を鑑み、

国土交通省の重点「道の駅」制度の 2 つの機能である「ゲートウェイ型」と「地域センター

型」の機能を併せ持ち、更に、防災機能を兼ね備えた「都市型道の駅」を、市の考える「道の

駅」とします。 

■ 「都市型道の駅」の位置付け 

首都圏に位置する都市部ならではの特性を生かし、地域外からの活力を呼ぶ「ゲートウ

ェイ型」と地域の元気を創る「地域センター型」の両方の機能を持ち、さらに、防災機能

など多様な機能を併せ持つ「道の駅」を「都市型道の駅」とする。

図 1.2 市における「道の駅」の考え方イメージ

休憩機能 

国道、県道等の広域幹線の道路

利用者のための 24 時間無料で利

用できる駐車場、トイレ等施設の

設置 

情報発信機能 

上記、道路利用者のための道路

情報、市内の観光情報及び緊急

時の医療情報などを提供する施

設の設置 

地域連携機能 

地域振興施設の設置 

防災機能 

災害時に利用可能な防災施設の
設置 

地域と共につくるさいたま市らしさが息づく「都市型道の駅」 
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(3) 全国の道の駅

道の駅は、平成 5年から登録を開始し、令和 2年 7月時点で 1,180 駅が登録されている。 

下図に示す関東では 198 の道の駅が登録され、埼玉県（以下「県」という。）の道の駅登録

数は、20駅である。 

出典：「道の駅」一覧/国土交通省 

図 1.3 全国の道の駅の登録件数

関東：198 駅 
中部：117 駅 
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(4) 県内の道の駅

県内の道の駅の立地状況は、以下のとおりである。既存の道の駅は、県の北西側に多く立

地しており、本基本計画の道の駅（以下「本道の駅」という。）の近くには、立地していない。

出典：埼玉県の道の駅/埼玉県 

図 1.4 県内の道の駅の位置図

表 1.1 県内の道の駅一覧 

出典：埼玉県の道の駅/国土交通省関東地方整備局 

No 名称 登録年月日 供用年月日 No 名称 登録年月日 供用年月日

1 道の駅あらかわ H5.4.22 S62.4.1 11 道の駅めぬま H12.8.18 H13.4.28

2 道の駅おがわまち H5.4.22 H2.11.3 12 道の駅ちちぶ H13.8.21 H13.7.19

3 道の駅川口・あんぎょう H6.3.31 H8.4.1 13 道の駅アグリパークゆめすぎと H14.8.13 H13.4.1

4 道の駅大滝温泉 H7.8.3 H6.11.26 14 道の駅果樹公園あしがくぼ H15.8.8 H16.4.14

5 道の駅おかべ H8.4.16 H9.5.23 15 道の駅いちごの里よしみ H16.8.9 H17.4.1

6 道の駅龍勢会館 H10.4.17 H10.9.4 16 道の駅きたかわべ H16.8.9 H16.10.22

7 道の駅童謡のふる里おおとね H10.4.17 H10.5.3 17 道の駅庄和 H16.8.9 H17.3.27

8 道の駅はなぞの H10.4.17 H11.4.20 18 道の駅はにゅう H19.8.10 H19.8.10

9 道の駅両神温泉薬師の湯 H11.8.27 H3.8.7 19 道の駅みなの H24.9.14 H24.10.7

10 道の駅かわもと H12.8.18 H13.9.30 20 道の駅和紙の里ひがしちちぶ H28.10.7 H28.10.30

事業対象地

桶川市道の駅計画地

鴻巣市道の駅計画地

熊谷市道の駅計画地 行田市道の駅計画地

かぞわたらせ 
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1.4. さいたま市の現状整理
(1) 位置

市は、県南部にあり、東京都心から 20～40km 圏に位置し、市域は東西に 19.6km、南北に

19.3km の広がりを持ち、面積は 217.43 ㎢である。人口については、2021 年 1 月現在で 132

万人を超えている。 

東京都心部とは複数の鉄道、自動車専用道路、国道などの幹線道路で結ばれているため、

通勤通学や買い物・レジャーなどによる移動や都市機能の立地・集積などにおいて、その影

響を受けて発展してきた。 

一方、本市は、政令指定都市、県庁所在地であることに加え、北海道、東北地方や上信越・

北陸地方、北関東圏から首都圏の玄関口に位置し、新幹線 6 路線が集まる交通結節点である

ことなど広域的連携・交流に有利な条件を備えており、東日本の交流拠点として、今後もさ

らに発展を遂げていくことが期待される。 

出典：さいたま市都市計画マスタープラン（H26.4）/さいたま市 

図 1.5 市の位置図
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(2) さいたま市の道路の現況と将来像

■ 現況

市内の道路網は、南北方向に東北自動車道と並行する国道 122 号、西側に国道 17 号などの

複数の骨格的な幹線道路が配置されており、それを結ぶように東西方向に国道 16 号や国道

463 号の道路が配置されている。また、東北自動車道と国道 16号及び国道 463 号との交差部

には、東北自動車道岩槻 IC、浦和 IC が配置されており、首都圏や北関東、東北などの玄関口

として位置付けられている。 

■ 将来像

市は、「さいたま市都市交通戦略（平成 29 年 7 月）」において、「都市活動を支える利用し

やすい移動環境の確保」を基本目標に掲げ、市内のアクセス性が高い交通体系の整備、広域

的なアクセス性が高い交通体系の整備、市内の都心・副都心間を結ぶ交通環境と安全安心で

誰もが移動しやすい交通環境の提供を目指している。 

出典：「さいたま市道路整備計画（第３期）さいたまみちづくり」（令和 2年 3月）/さいたま市 

図 1.6 市が目指す将来の道路網
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(3) 人口 

市の推計人口によれば、2030 年（令和 12 年）頃の約 131.8 万人をピークとして、そ の後は

減少に転じる見通しである。 

年齢 4 区分別人口を見ると、老年人口（65 歳以上）は今後も増加を続け、2045 年には 43.6

万人となる見通しである。 

出典：本市における推計人口(2018)の見直しについて/さいたま市 

図 1.7 市の将来人口推移

出典：本市における推計人口(2018) の見直しについて/さいたま市 

図 1.8 市の年齢 4区分別人口の見通し
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過去 10 年間における区別人口は、市内の全ての区において微増している。 

事業対象地が位置する見沼区の 2019 年時点での人口は、約 16.3 万人となっている。 

出典：さいたま市統計書/さいたま市 

図 1.9 市の区別人口推移
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(4) 農業 

市の農業産出額は、「野菜」が最も多く、次いで「花き」、「米」である。

市の販売農家数の推移は、減少傾向にある。

また、市では、農作物の生産地と消費地とが隣り合う環境にあるため、地産地消の促進が求

められている。一方で、農家人口の減少や農業従事者の高齢化など担い手不足、農作物の価格

低迷や肥料や資材等の高騰により農業経営が圧迫されている。

出典：市町村農業産出額（推計）/農林水産省 

図 1.10 農業産出額の内訳（2018 年）

※2000 年（平成 12 年）は、浦和市、大宮市、与野市、岩槻市の合計で算出。 

出典：さいたま市統計書/さいたま市 

図 1.11 販売農家数の推移
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(5) 観光 

市の観光入込客数は、2018 年（平成 30年）が最も多く、25,724 千人／年である。 

また、目的別にみると、2015 年（平成 27 年）までは「イベント」が「観光地点」を若干上回

っていたが、2016 年（平成 28年）からは「観光地点」の観光入込客数が「イベント」を大きく

上回っており、年々増加している。 

観光客を市内の観光地点へ誘導するために、PRや情報発信を図っていく必要がある。 

出典：さいたま市統計書/さいたま市 

図 1.12 市の観光入込客数の推移（目的別）
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(6) 防災 

市の防災に関する取り組みは、「さいたま市国土強靭化計画」、「さいたま市地域防災計画」な

どの計画策定や地震マップや洪水ハザードマップなどの防災情報の提供を行っている。 

市内で最も被害が大きくなる「さいたま市直下地震」では、震度 5 強から震度 6 強を想定し

ている。 

また、風水害では、荒川や利根川などの河川で堤防の決壊による浸水被害を想定している。 

これらの自然災害に対して、市では防災拠点施設の整備や災害時の支援体制の強化など安全

安心なまちを目指している。 

出典：さいたま市地震防災マップ/さいたま市 

図 1.13 市の地震時の震度（さいたま市直下地震）

出典：さいたま市被害想定調査/さいたま市 

図 1.14 市の荒川の堤防決壊時の浸水想定

事業対象地

事業対象地
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2. 基本方針について 

2.1. 基本方針

さいたま市「道の駅」基本構想においては、本市の有する「強み」を活かし、交流人口の増

加や地域内交流の活性化が図れるような、新たな地域活性化の拠点を創出するための基本方針

を以下に示す。 

・本市は、首都圏に位置するだけでなく、都心部と東日本を結ぶ交通結節点となる道路交通の

要衝であるとともに、人口 132 万人を擁し地域内交流による活性化も図れる都市である。 

・東京外かく環状道路（千葉区間）の開通により、成田国際空港との時間距離が大幅に短縮さ

れ、東京国際空港（羽田空港）からの至近性と合わせて世界とアクセス性が高まっています。 

・また、道路交通だけでなく、新幹線 6 路線が集まる交通結節点として、東日本全域とのアク

セス性も強化されている。 

・よって、道路網・鉄道網の整備により高まりつつある交通ポテンシャルを活かしきるための

道の駅を創出する。 

・これまでのさいたま市成長戦略を発展させ、国際観光都市戦略「さいたＭＩＣＥ」、農業及び

食を活用した観光産業戦略を「さいたま市成長加速化戦略」において推進している。 

・「ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」や、「さいたま国際芸術祭」などの大規模イ

ベントのほか、2017 年に開催した世界盆栽大会など、世界的に注目を集めるイベントも実施

している。 

・また、東日本各地の首長が集まる「東日本連携・創生フォーラム」が開催され、「東日本の中

枢都市」として担う役割が重要となっている。 

・よって、これらの取組を成長させ、国内外に広く発信しさらなる発展を担うための道の駅を

創出する。 

・本市は、「全ての世代が健康で活躍できるさいたま市」を目指しており、そのためには「全て

の世代が交流可能な場・機会」を創出することが必要である。 

・本市が力を入れている「東日本連携」、「スポーツ」、「環境（自然環境、環境技術）」、「農産物

及び特産品」等の地域資源を最大限に発揮し、ブランドとして活用することで本市のイメー

ジを高め、交流可能な場や機会を創出することで、国内外から訪れる交流人口の増加につな

げる。 

・このように、地域資源をブランド化し交流人口を増大させ、市内外の交流を促進するための

道の駅を創出する。 

１．立地特性を活かしきる 

２．「さいたま市ならでは」の取組みを発信する 

３．地域資源の活用により交流人口を増加させる 
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・本市は、首都圏における立地性のみならず広域交通網の充実により、人材が集まりやすい環

境であるほか、「住みやすいまち」として評価が高く、雇用の確保などビジネス環境が充実し

ている。 

・また、首都圏では貴重な大規模緑地である見沼田圃や、荒川等の流域に広がる豊かな水田地

帯をはじめとした豊かな優良農地が確保されている。 

・道の駅を農業の振興並びに観光産業の拠点として利活用することで、地域活力を維持してい

くとともに、雇用の創出等、さらなる発展を図っていく。 

・あわせて、食肉中央卸売市場の移転再整備を進めており、人口減少が進む中でも、食肉の消

費・流通の拡大を図り、本市のみならず広域的な畜産業の振興を図る。 

・本市は、関東ローム層や平坦な地形といった物理的特性から自然災害に強い地勢にあり、地

域のみならず、広域的な防災拠点としてのポテンシャルを備えています。首都圏を構成する

九都県市による「九都県市広域防災プラン」の策定など、防災面における広域連携での施策

が強化されている。 

・「さいたま新都心将来ビジョン（平成 26年 3月）」において、さいたま新都心周辺地区は広域

防災機能を有する地区として位置づけられており、大規模災害時には首都圏の機能をバック

アップする最前線となるため、防災公園の整備などの取組が進められています。また、「首都

圏広域地方計画」では、TEC-FORCE（国土交通省緊急災害対策派遣隊）の進出拠点として位置

づけられており、支援拠点として連携が期待できる。 

・このことから、道の駅も緊急災害時の首都圏における広域連携などを想定した防災拠点とし

ての活用を検討する。 

４．地域活力の発展 

５．広域防災拠点機能の拡充 
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2.2. 道の駅のコンセプト及び道の駅コンセプトを具現化する機能

■ 道の駅のコンセプト

本道の駅は、課題を解決するため、以下のコンセプトを設定し、さいたま市食肉市場との連携

を最大限に図り、効果的な展開を図る。

■ 道の駅コンセプトを具現化する機能 

「SAITAMA Hub」
さいたま市ならではの強みを活かし、地域・文化・人がつながり、 

交わることで、新しい価値を生み出すハブ拠点の創出 

施設の５つの機能 

EAST JAPAN Hub 
「東日本⇔首都圏」ハブ 

北関東地方、東北地方、上信越・北陸地方及び北海
道の玄関口として、東日本の文化を首都圏、ひいては
世界に向けて発信するハブ拠点 

SAITAMA Innovation Hub 
「環境・スポーツ」ハブ 

さいたま市が力を入れている「環境・スポーツ」を
キーワードに、国内・国外から広く観光客を呼び込
む、さいたま市ならではの体感型ＰＲ拠点 

SAITAMA City Hub 
さいたま「農業・地域振興」ハブ 

さいたま市食肉市場の「食肉」やさいたま市の魅
力ある「農業」にスポットを当て、「さいたま市ブラ
ンド」の構築・ＰＲを促進する地域振興拠点 

・さいたま市ならではの「環境」や「スポ

ーツ」を活用した施設を創出し、国内・

国外から広く誘客を促すとともに、リピ

ーターを増やし、観光戦略の拠点施設と

して機能する 

・東日本地域の都市間の連携拠点、また、

北関東地方、東北地方、上信越・北陸地方

及び北海道の玄関口として、東日本の文

化を首都圏、ひいては世界に向けて発信

するハブ拠点として活用する 

Global Communication Hub 
「グローバル交流」ハブ 

さいたま市を訪れる人と地域の人との様々な人
種・世代との交流の中で多様な文化を学べる交流拠
点

・市外や海外からの観光客を呼び込むこと

から、さいたま市民と様々な文化・人種・

世代との交流拠点として活用する 

・さいたま市食肉市場と連携し、積極的な

ＰＲを図ることにより、本道の駅の集客

の目玉となる機能とする 

・市の魅力ある地域資源である「農業」に

スポットを当て、地域の特産品をＰＲ

し、地域の産業振興に寄与する 

防災拠点

緊急災害時の首都圏における広域連携などを想定
した防災拠点 

導入機能に求められるもの 

ゲートウェイ型機能 地域センター型機能

図 2.1 本道の駅の基本方針

・緊急災害時の首都圏における広域連携を

想定 

・指定緊急避難場所兼広域避難場所の指定 
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2.3. さいたま市食肉中央卸売市場・と畜場と道の駅の連携基本方針

■ 東日本の食・地域資源の交流拠点 

道の駅は、東日本の食肉を中心とした食や農業、観光資源、最新の環境技術など、市をはじめ

とした東日本地域の様々な地域資源と出会え、体感でき、市、東日本地域さらには海外とが相互

につながる場である。

これまで一般の小売店では容易に購入できない東日本産地の食肉や特産品を気軽に手にできる

ほか、海外からの旅行客に対しては、「和牛」を楽しむ場所だけでなく、日本の食文化や様々な地

域資源と出会う場として、さいたまから東日本各地へ向かう東日本への玄関口という役割も果た

す道の駅を目指す。

【参考】（仮称）農業及び食の流通・観光産業拠点のコンセプト 

■ 一大『ミートランド』 

本市場の優位性は、さいたま市という立地にある。

一つは、北関東および東北・北海道等の大産地の首都圏への玄関口に当たる立地にあるとい

う点であり、もう一つは、県北地域を中心とした畜産業の生産地と、県南地域を中心とした大

消費地の双方を同一県内に抱えている点である。前者は、北関東および東北・北海道等の大産

地の食肉輸出拠点並びに首都圏市場への集荷・供給拠点として好条件であると言え、後者は、

地産地消を実現しうる環境として好条件であると言える。

本市場は、北関東および東北・北海道等産地の畜産物を安定的に海外並びに首都圏、県内消

費者へ供給する流通拠点と、埼玉県内の畜産物を同県内消費者へ供給する地産地消の中核拠点

という二つの機能をもとに、仕入産地で畜産業を営む生産者の経営発展と販売消費地に暮らす

消費者への生鮮食肉の安定供給という双方向への社会的責務を負う。

そこで、目指すべき将来像を実現するためへの新市場の戦略として、さいたま市道の駅との

連携を最大限に図り、効果的な展開を行う。 
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3. 事業対象地について 

3.1. 事業候補地

施設特性に応じ、以下の基準で候補地を選定する

【条件】 

1. 主要幹線道路沿線で、15,000 台／日以上の交通量があること

2. 見沼田圃エリア外

3. 宅地化率が低い 2ha 以上の敷地規模

4. アクセス性

5. 災害影響度

【候補地】 

1. 西区宮前町

2. 見沼区宮ケ谷塔４丁目

3. 見沼区宮ケ谷塔２丁目

4. 緑区大崎

※新市場（さいたま市食肉市場）候補地については参考

出典：R元.8.27 第 298 回都市経営戦略会議資料/さいたま市 
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【事業対象地】

各評価項目に基づく検討結果では、「見沼区宮ヶ谷塔 4 丁目地内」が最有力候補地とな

り、民間事業者へのサウンディング調査においても、同様の結果となった。

【一体整備】 

さいたま市道の駅は「見沼区宮ヶ谷塔 4 丁目地内」、さいたま市食肉市場は「見沼区宮ヶ

谷塔 2 丁目地内」に整備する。

両施設は、「（仮称）農業及び食の流通・観光産業拠点」として、相乗効果や共通機能の

集約等による費用低減が期待できるため、一体的に整備する。

出典：R元.8.27 第 298 回都市経営戦略会議資料/さいたま市 
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3.2. 事業対象地の概要

事業対象地は、国道 16 号沿いの東北自動車道「岩槻 IC」から約 2km の場所に位置してお

り、国道 16 号の反対側には、「さいたま市食肉市場」の整備が計画されている。 

事業対象地周辺には、春おか広場や見沼代用水沿いのサイクリングコース、岩槻人形博物

館、岩槻城址公園などの地域振興や観光振興に関する施設が存在している。 

図 3.1 事業対象地位置図     地図出典：Open Street Map

表 3.1 事業対象地の現況 

項  目 概  要 

主な土地利用 田・畑 

法規制（R2.6） 市街化調整区域／農業振興地域／農用地区域 

地形 敷地内高低差中（1m前後）、接道道路との高低差約 1m 

東側道路 

名称 国道 16 号東大宮バイパス（直轄国道） 

幅員 23m（4車線、中央分離帯） 

交通量※1 46,179 台／日 

東側道路 市道 12202 号線（法 42 条 1 項 1 号）幅員 5.2～7.1m 

西側道路 市道 12200 号線（法 42 条 1 項 1 号）幅員 8m 

南側道路 市道 12192 号線（法 42条 2 項）幅員 2～8m 

北側道路 市道 12203 号線（法 42 条 1 項 1 号）幅員 5～7m 

湛水想定区域 区域外 
※1：平成 27 年度 全国道路・街路交通情勢調査より

さいたま市道の駅
事業対象地 

さいたま市食肉市場の 
事業対象地

0 400m

市全域

拡大
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3.3. 事業対象地周辺の施設立地状況

(1) 物販施設

事業対象地周辺の物販施設の立地状況は、以下のとおりである。

 物販施設（スーパーマーケット）は、東北本線や東武野田線の鉄道駅周辺に多く立地

している。 

 事業対象地の 1km 圏内に物販施設（スーパーマーケット）は立地していない。 

 国道 16 号沿線には、「スーパーマーケット」と「大型商業施設」が立地している。 

⇒地域農業発展のため、良質な農産物を提供する施設を検討する。 

地図出典：(c)Esri Japan 

※円は内側から 1km、3km を示す 

※物販施設は、地図情報より検索しプロット 

図 3.2 物販施設（スーパーマーケット）の立地状況

大型商業施設

スーパーマーケット
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(2) 飲食施設

事業対象地周辺の飲食施設の立地状況は、以下のとおりである。

 飲食施設は、東北本線や東武野田線の鉄道駅周辺に多く立地している。 

 事業対象地周辺の国道 16号沿線には、イタリアンレストランや、牛丼チェーン、蕎麦

屋、ファミリーレストランなどが立地している。 

⇒隣接する予定のさいたま市食肉市場と連携を図り、新鮮な食肉を提供できる施設を検討す

る。

地図出典：(c)Esri Japan 

※円は内側から 1km、3km を示す 

※飲食施設は、地図情報より検索しプロット 

図 3.3 飲食施設の立地状況
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(3) 保育施設

事業対象地周辺の保育施設（民間保育園、こども園等）の立地状況は、以下のとおりであ

る。

 保育施設は、事業対象地の 3km 圏内に多く立地している。 

 事業対象地の 1km 圏内には、民間の保育園等が 1か所立地している。 

  ⇒子育てしやすい環境に向けて、交流機会の充実を図る施設を検討する。

地図出典：(c)Esri Japan 

※円は内側から 1km、3km を示す 

※保育園等（民間）は、地図情報より検索しプロット 

※保育園、保育所（公共）は、国土数値情報（国土交通省）より作成（平成 18 年度） 

図 3.4 保育施設の立地状況
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(4) スポーツ関連施設

事業対象地周辺のスポーツ関連施設（体育館、フィットネス、ジム等）の立地状況は、以

下のとおりである。

 スポーツ関連施設のフィットネス、ジム等（民間）は、東大宮駅周辺や大和田駅周辺

に立地している。 

 事業対象地の 1km 圏内にスポーツ関連施設は立地していない。 

  ⇒身近なスポーツの機会の提供や環境の創出を検討する。

地図出典：(c)Esri Japan 

※円は内側から 1km、3km を示す 

※体育館（公共）及びフィットネス、ジム等（民間）は、地図情報より検索しプロット 

図 3.5 スポーツ関連施設の立地状況 
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(5) 公民館等

事業対象地周辺の公民館やコミュニティセンター等の立地状況は、以下のとおりである。

 公民館等は、事業対象地の 3km 圏内に多く立地している。 

 事業対象地の 1km 圏内には、１か所立地している。 

  ⇒地域住民等の交流や活動を促進するため、コミュニティ施設を検討する。

地図出典：(c)Esri Japan 

※円は内側から 1km、3km を示す 

※公民館等は、国土数値情報（国土交通省）より作成（平成 22 年 4 月） 

図 3.6 公民館等の立地状況
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(6) 都市公園

事業対象地周辺の都市公園（街区公園、近隣公園等）の立地状況は、以下のとおりである。

 事業対象地周辺には多くの都市公園が立地している。 

  ⇒市民の憩いの場を提供するとともに、屋外活動の広場を検討する。

地図出典：(c)Esri Japan 

※円は内側から 1km、3km を示す 

※都市公園は、国土数値情報（国土交通省）より作成（平成 23 年度） 

図 3.7 都市公園の立地状況
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(7) 避難場所

事業対象地周辺の避難場所の立地状況は、以下のとおりである。

 避難場所は、事業対象地の 1km 圏内には 4か所立地している。（指定避難所：春里中学

校、春岡公民館、春岡小学校、指定緊急避難場所：観音寺下公園） 

 また、1km～3km 圏内には数多くの避難場所が立地している。 

  ⇒隣接する「春おか広場※」には、駐車場や研修施設があるため、今後、本道の駅との防災

連携について検討する。

   ※春おか広場は、避難場所には指定されていない。

地図出典：(c)Esri Japan 

※円は内側から 1km、3km を示す 

※避難場所は、国土数値情報より検索しプロット 

図 3.8 避難場所の立地状況
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3.4. 関連する上位計画の整理

上位関連計画における本事業の位置付けや概要は、以下のとおりである。

表 3.2 上位関連計画における本事業の位置付け 

上位関連計画 概要及び本事業の位置付け 

さいたま市総合振興計画 

(平成 16（2004）年度から 

令和 2（2020）年度まで) 

重点戦略として、さいたま市ブランドの育成・地産

地消の促進や、地域における交流の促進などが示さ

れている。 

さいたま市総合振興計画後期基本計画

(平成 26（2014）年度から 

令和 2（2020）年度まで) 

2020 さいたま希望のまちプラン総合振興計画（基本

構想・後期基本計画）の重点戦略 3に関して「（仮称）

農業及び食の流通・観光産業拠点整備」事業の実施

推進が示されている。 

さいたま市成長加速化戦略 

(令和元（2019）年度改定版) 

東日本の玄関口としての交通利便性の強化や災害に

強い街づくり、食を通じた観光振興への取組などが

示されている。 

さいたま市まち・ひと・しごと創生 

総合戦略 

(令和元（2019）年度改定版) 

市の持つ様々な資源の魅力を高め、観光資源として

活用するとともに、国際レベルの会議・イベントの

誘致等により、国内・海外からの多くの観光客を呼

び込むことを示されている。 

さいたま市都市計画マスタープラン 

(令和 26（2019）年度改定版) 

地域防災の推進、自然や歴史文化的資源の観光資源

としての活用などが示されている。 

さいたま市農業振興ビジョン 

(平成 25（2013）年度改訂版) 

地産地消の確立として、6 次産業化の推進や農商工

連携による産業の活性化、食農教育の推進などが示

されている。 

農のあるまちづくりの推進として、農業の PR企画や

情報発信（ランドコーディネーター事業）や食と農

を楽しむ体験イベント事業などが示されている。 

さいたま市産業振興ビジョン 

(平成 25（2013）年度改定版) 

観光振興による地域産業の活性化や環境・エネルギ

ー分野への参入支援などの取組が示されている。 

卸売市場の活性化により、東日本と首都圏との交流

の活性化に取り組むことが示されている。 

さいたま市観光振興ビジョン 

(平成 25（2013）年度改定版) 

さいたま市の特性を活かしたスポーツ観光や MICE

等の推進、首都圏やインバウンドへの対応を重視し

た観光プロモーションの工夫と強化の推進などが示

されている。 
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4. 民間事業者のアンケート調査 

4.1. 調査目的

本基本計画の作成に当たり、本道の駅の施設内容や事業スキーム等を検討する基礎として、

民間事業者（建設企業、デベロッパー、道の駅運営経験企業）を対象にアンケート調査を行

い、本事業に対する関心や導入機能・規模、望ましい事業条件を把握した。

4.2. 調査対象

建設企業（PPP／PFI 事業実績を有する企業、地元企業）やデベロッパー、道の駅運営経験

企業を対象とした。 

表 4.1 民間事業者アンケートの回収結果 

分  類 配 布 回 収 回収率 

建設企業 16 社 13 社 81.3% 

デベロッパー 8 社 4 社 50.0% 

道の駅運営経験企業 6 社 5 社 83.3% 

合  計 30 社 22 社 73.3% 
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4.3. 調査結果

(1) 導入可能な機能について

 導入可能な機能は、「物販施設」及び「飲食施設」が最も多く、次いで、「防災拠点機

能（流通機能）」が多い。 

 「物販施設」及び「飲食施設」の理由には、「観光客の集客に繫がる」や「道の駅と

して、利用者ニーズがあると思われる」等が挙げられた。 

 その他機能として、「多目的活用スペース」や「屋外キッズスペース」、「フットサル

場」、野外 BBQ 施設等が挙げられた。 

その他：多目的活用スペース、屋外キッズスペース、フットサル場、野外 BBQ 施設など、 

    電気事業者用の充電機能、アクティビティ機能

図 4.1 望ましい導入機能 
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(2) 本事業への参画意向について

 本事業への関心は、「条件次第では関心がある」が最も多く、次いで、「関心がある」

が多い。 

 「条件次第では関心がある」と回答した事業者の条件には、「ある程度の工事規模が

あること」や「公設民営方式等であれば参画しやすい」等の回答が挙げられた。 

図 4.2 本事業への関心 

(3) 望ましい事業スキームについて

 望ましい事業手法は、「PFI 方式（BTO 方式）」が最も多く、次いで、「DBO 方式」が多

い。 

 「PFI 方式（BTO 方式）」の理由には、「金融機関の監視機能が期待できる」等が挙げ

られた。また、サービス対価の形態について、「収益が合わない機能があるため、ジ

ョイントベンチャー型が望ましい」との回答が挙げられた。 

図 4.3 望ましい事業手法 
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5. 市民のアンケート調査 

5.1. 実施概要

・調査名称：令和元年度第 4回さいたま市インターネット市民意識調査 

・調査対象：さいたま市在住の 18歳～69 歳以下の男女 

5 年代層において、各年代の男女各 100 サンプル、合計 1,000 サンプル

を対象（有効回答数 1,000 サンプルを回収） 

・調査方法：インターネット調査（調査会社の登録モニターによる WEB 調査） 

・調査期間：令和 2年 2月 1日～2月 5日 

5.2. 主な意見

・本道の駅に期待することは、「生鮮食品の買い物など市民の日常生活の利便性の向上」

や「商品開発や名物の創出」などへの期待が大きい。

・導入してほしい施設は、「飲食施設」や「物販施設」が大半を占める。

・設置する物販施設で扱ってほしいものは、「農作物」や「農作物を加工した食品（漬

物、味噌、ジュースなど）」、「ソーセージやベーコンなどの加工肉」、「手作りパン」

の販売などが多い。

・設置する飲食施設の形態については、「フードコート」が最も高く、「屋台など屋外

で購入できる形態」が好まれる。

・販売してほしい食肉市場の肉を使った飲食は、「メンチカツや肉まん、フランクフル

トなどの軽食」や、「ハンバーガーや牛丼など気軽に楽しまるファストフード」の人

気が高い。
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5.3. 市民アンケート結果
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6. さいたま市地域経済活性化拠点整備協議会等の意見 

6.1. さいたま市地域経済活性化拠点整備協議会

本道の駅の整備に向けて、さいたま市地域経済活性化拠点整備協議会（以下「協議会」と

いう。）を開催し、導入機能や規模について意見を聴取した。

(1) 協議会の意義 

本協議会は、地域経済活性化拠点「道の駅」の整備に向け、これまでの検討結果や市民ア

ンケートの結果を踏まえて、地域経済活性化拠点「道の駅」の導入機能や規模等について意

見交換を行い、基本計画及び施設整備計画等を取りまとめることを目的として設置したもの

である。

(2) 組織体制 

表 6.1 協議会委員

委  員  名 所  属  等

加増利 豊秋 一般社団法人埼玉県トラック協会理事

胡桃沢 美津子 元㈱オリエンタルランド プロデューサー

小嶋 文 国立大学法人埼玉大学准教授

齋藤 英一 春岡地区自治会連合会顧問

須藤 順子 市民公募

中島 マリ子 公益社団法人さいたま観光国際協会常務理事

古田 寛 日本メックス株式会社ＰＰＰ事業推進ＰＴ

道の駅「いちかわ」駅長

森川 洋一 市民公募

矢口 敦彦（委員長） さいたま市経済局商工観光部長

矢部 達也 さいたま農業協同組合常務理事

（五十音順・敬称略）

(3) 主な意見 

・駐車場は交通事故が発生しやすい場所になるため対策が必要である。 

・国道 16 号沿いかつ岩槻 IC が近いことから、多くの大型車が利用することが想定さ

れるため、大型駐車場の台数は多い方が望ましい。 

・岩槻ＩＣが近い立地であるため、最後の休憩場所として多くの方の利用が想定され

ることから、多くの人が利用できるよう便器数を検討して欲しい。 

・情報発信・休憩施設は、周辺の観光施設の情報発信が必要である。 

・物販施設は、さいたま市食肉市場との連携を図るために、食肉を加工する場所の設

置を検討した方が良い。 

・本道の駅では、地域の人々が集会や交流できる場所となることが望ましい。 

・調整池におけるアーバンスポーツなど、多目的な利用について整備の検討が必要。 
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6.2. 庁内関係組織検討会

地域経済活性化拠点整備事業について、庁内関係組織による検討会（導入機能 PT）を行

い、導入機能について検討を行った。 

検討会における主な意見は以下のとおりである。 

(1) 実施概要 

・日  時：令和元年 10月 23 日 

・出席部局：文化振興課、スポーツ振興課、観光国際課、自転車まちづくり推進課、未

来都市推進部、子育て支援政策課、食肉中央卸売市場・と畜場、経済政

策課（事務局） 

(2) 主な意見 

・東日本の資源内の歴史文化の発信については、展示・情報発信スペースで行うこと

を想定し、ソフト事業として実施していく。

・埼玉県の緑のヘルシーロードに近く、サイクリストの休憩場所としての利用が想定

されるため、民間施設をサイクルポートの認定施設として空気入れの貸与などソフ

ト面での機能連携が考えられる。

・防災倉庫以外に太陽光発電や蓄電池等の設備について、今後も検討を行う。
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7. 道の駅の施設計画 

7.1. 導入機能の整理

(1) 導入機能の整理

本道の駅は、道路利用者のための「休憩機能」（24 時間利用可能な駐車場、トイレ）、道路

利用者や地域住民のための「情報発信機能」（道路情報や地域の観光情報、緊急医療情報等を

提供）、そして道の駅をきっかけに地域と地域とが手を結び活力ある地域づくりを共に行うた

めの「地域連携機能」及び「防災機能」を備えた 4つの機能からなる施設である。 

「休憩機能」「情報発信機能」「防災機能」は、本道の駅整備において必須機能であり、「休

憩機能」の施設は前面道路の交通量等から規模を算定する。 

「地域連携機能」は、地域の特色等により導入する機能や規模が異なる。 

本道の駅は、これまでの検討において整理した導入機能を基本とし、以下の視点より、機

能を整理する。 

図 7.1 市における「道の駅」の考え方イメージ（再掲） 

表 7.1 導入機能検討の視点

視  点 考え方 

基本構想との整合  本道の駅の基本構想に合致した機能であるか 

さいたま市食肉市場との連携  さいたま市食肉市場との連携が期待できる機能であるか 

民間事業者の意向  整備や運営が可能な機能であるか、実現可能な機能であるか 

周辺施設の立地状況 
 事業対象地周辺の類似施設の立地状況から、ニーズが高い機

能であるか、利用が見込まれる機能であるか 

休憩機能 

国道、県道等の広域幹線の道路利用

者のための 24 時間無料で利用できる

駐車場、トイレ等施設の設置 

情報発信機能 

上記、道路利用者のための道路情報、

市内の観光情報及び緊急時の医療情

報などを提供する施設の設置 

地域連携機能 

地域振興施設の設置 

防災機能 

災害時に利用可能な防災施設の設置 

地域と共につくるさいたま市らしさが息づく「都市型道の駅」 
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(2) 導入機能の設定

本道の駅に求められる機能の検討結果を踏まえ、基本計画において想定する導入機能は、

以下のとおりとする。 

なお、平成 30 年 9 月には、国土交通省より「サービスエリアや「道の駅」における子育て

応援の取組方針」において、「24 時間利用可能なベビーコーナーの設置」や「妊婦向け屋根付

き優先駐車スペースの確保」等が位置付けられていることから、導入機能とする。 

表 7.2 導入機能一覧（1/2）

区分 導入機能 概   要 

駐
車
場

駐車場 

(大型車・小型車)

 道路利用者の休憩のため、24時間利用できる施設とする。 

 施設近くに「身障者用駐車スペース」や「妊婦向け屋根付き優先駐

車スペース」を配置し、バリアフリーに対応した動線計画とする。

 電気自動車の利用促進を図るため、EV車充電スタンドを配置する。

 歩行者と自動車等との事故が発生しないように、安全な動線を検

討する。 

 大型車の駐車方法は、前進駐車・前進発車を基本とする。 

 サイクリングコースや近隣から自転車で来訪する人のための駐輪

場を配置する。 

 周辺の観光施設へのアクセス手段として、シェアサイクルモビリ

ティポートを配置する。 

 緊急時に離着陸できるヘリポートを配置する。 

休
憩

トイレ 

 道路利用者の利用を想定し、24 時間利用できる施設とする 

 清潔感のある誰もが快適に利用できるトイレとする。 

 オストメイト設置や、車いす使用者など様々な用途での利用を想

定した多目的トイレを設置する。 

 トイレの混雑を分散できるように、駐車場にもトイレを配置する。

 車いす使用者や子ども連れの対応が可能な大型ブースを配置す

る。 

ベビーコーナー 
 24 時間利用可能なベビーコーナー（授乳室、おむつ替え台等）を

設置する。 

情
報
発
信

情報発信・ 

休憩施設 

 道路情報や周辺の観光情報、行政情報を発信する。 

 東日本各地の地域資源（祭り等）を展示・発信する。 

 さいたま市食肉市場や食育に関する PRブースを設置する。 

 情報発信施設は、人の動線上に配置し、最新の情報発信手法を活

用する。 

 ドライバーや観光客などが休憩できる施設を配置する。 

地
域
連
携

物販施設・ 

アンテナショップ 

 市内及び県内の農産物の販売（直売所機能）と土産品の販売（物産

館機能）を併せ持った施設とする。 

 東日本各地のＰＲを図るアンテナショップ機能を併せ持った施設

とする。 

 さいたま市食肉市場で取扱われた牛肉や豚肉を販売する施設とす

る。 

 物販販売手法は、建設時の最新の販売手法を活用可能か検討する。

 コンビニエンスストアのような機能については、本施設の地域振

興という役割を踏まえて、導入を検討する。 
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表 7.2 導入機能一覧（2/2）

区分 導入機能 概   要 

地
域
連
携

飲食施設 

 食肉（牛肉、豚肉）をメインとした「レストラン」とファストフー

ドをメインとした「フードコート」の 2業態を想定する。 

 地元特産の食材を活かし、ここでしか食べられないオリジナルメ

ニューの開発を目指す。 

 フードコートには、ファミリー向けスペース（背の低いテーブル

やイス等）を設置する。 

 隣接する緑地と連携し、屋外においても飲食ができる空間を配置

する。 

キッズスペース 

 子供（幼児～小学校低学年）が安心して遊べるスペースとする。

 キッズスペースは、レストラン等の親の目が届く機能の近くに配

置する。 

多目的交流 

スペース 

 体験イベントやセミナー、飲食スペース等に利用可能な多目的ス

ペースとする。 

 地域のコミュニティ機能として、地域の人が交流できる施設とす

る。 

防災施設 

 指定緊急避難場所の指定を目指し、防災施設として、非常用電源

装置や耐震性貯水槽、非常用屋外照明、太陽光発電などの設置を

検討する。 

 駐車場を道路利用者の一時避難場所として利用する。 

ガレリア 

 屋根付きの自由に使える空間を設け、天候に左右されずに年間通

じ、様々なイベントを開催可能にする。 

 キッチンカーやテイクアウト等が可能な移動販売スペースを設

け、利用者のニーズや時期に併せたサービスを提供する。 

そ
の
他

調整池 
 平常時は、アーバンスポーツなどの多目的な利用が可能か検討す

る。 

附帯施設  電気室、自家発電施設、浄化槽等を想定する。 
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7.2. 導入規模の検討

(1) 駐車場の規模算定

駐車場は、「東日本高速道路株式会社 設計要領」に基づき算定した規模を想定する。

表 7.3 駐車場の規模算定 

また、「東日本高速道路株式会社 設計要領」に基づき、車いす対応の駐車ますを 6台、

セミトレーラーなど大型特殊車ますを 6台確保する。 

■ 算定結果 

 駐車場は、385 台{小型車：274 台、小型車（車いす対応）：6台、大型バス:35 台、

大型貨物車：64 台、大型特殊車：6台｝とする。 

 駐車場の面積は、23,340 ㎡である。 

備　　　　　考

小型車 大型バス 大型貨物車 合計

32,314 1,387 12,479 46,179

－

0.175 0.250 0.125 － 立寄り台数（台/日）/計画日交通量（台/日）

0.100 0.250 0.075 － ラッシュ時立寄台数（台/時）/立寄台数（台/日）

25 20 30 － 分

2.4 3.0 2.0 － 1（時）/平均駐車時間（時）

280 35 70 385 ＝計画交通量×サービス係数×立寄率×ラッシュ率÷回転率

備考

採用値

※「休憩施設設計要領　平成17年10月　東日本高速道路株式会社」より、サービスエリアの立寄率を用いて算出

数値名称 数　　　　値

計画交通量（台/日）
・国道16号（東大宮バイパス）の現況交通量（H27）を設定
・大型バス：大型貨物車＝１：９を想定

サービス係数 1.19

50,000＜Q 1.15

立寄率

ラッシュ率

平均駐車時間

回転率

駐車マス数

年平均日交通量Q（台/日） サービス係数

0＜Q＜25,000 1.40

25,000≦Q＜50,000 1.65―Q×10-5
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(2) トイレの規模算定

休憩施設のトイレは、「東日本高速道路株式会社 設計要領」に基づき、トイレの便器数

や洗面器数など算定し、地域振興施設のトイレは、他施設の規模等を参考に設定した。

■ 算定結果 

 休憩施設に対応するトイレ規模は 500 ㎡、地域振興施設に対応するトイレ規模は

250 ㎡とする。 

表 7.4 トイレの規模算定 

施  設 
休憩施設 地域振興施設 

数量 
面積 
（㎡） 

数量 
面積 
（㎡） 

便器数 

男性 小便器 16 48.0 7 21.0 

男性 大便器（洋式） 8 
48.6 

4 
21.6 

男性 大便器（和式） 1 1 

男性 大便器（大型ブース） 1 8.8 1 8.8 

女性 大便器（洋式） 42 
248.4 

14 
102.6 

女性 大便器（和式） 4 6 

女性 大便器（大型ブース） 1 8.8 1 8.8 

多機能トイレ 2 21.6 1 10.8 

子どもコーナー 2 12.2 2 12.2 

合計 77 37 

洗面器数 
男性 6 18.0 3 9.0 

女性 9 27.0 5 15.0 

オストメイト 2 18.4 2 18.4 

パウダーコーナー数 15 33.0 7 15.4 

倉庫 1 7.0 1 6.4 

合計(㎡)
499.8 

⇒ 500.0 
250.0 
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(3) ベビーコーナー

ベビーコーナーは、おむつ交換台 3台、授乳室 1区画を設置することとし、他事例を参考

に算定した規模を想定する。

■ 算定結果 

 ベビーコーナーは、32㎡とする。 

出典：赤ちゃん連れにやさしい空間づくりガイドブック/福島県保健福祉部児童家庭課

図 7.2 ベビーコーナー間取り図の一例 

(4) 情報発信・休憩施設

情報発信・休憩施設は、「東日本高速道路株式会社 設計要領」に基づき、駐車場ます数

に応じ算定した。本道の駅の駐車場は、385 台を想定する。 

■ 算定結果 

 情報発信・休憩施設は、250 ㎡とする。 

表 7.5 情報発信・休憩施設の規模 

片側駐車ます数 席数 標準的な面積 

300 台 80 席 250 ㎡ 

250 台 60 席 210 ㎡ 

200 台 60 席 210 ㎡ 

150 台 40 席 170 ㎡ 

100 台以下 30 席 140 ㎡ 

出典：東日本高速道路㈱ 設計要領
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【参考】最新の情報発信方法の事例 

道の駅整備時に、情報発信施設の導入の参考となる現時点の最新事例を示す。

1.道の駅の情報発信の事例 

事例 概要 イメージ 

道の駅 

世羅 

道の駅全体が町のインフォメーション

センターの役割を担い、町の情報発信の

ための一つのメディアとして活用してい

る。来訪者を町の中へと誘導するため、

土産物等も道の駅だけで完結させない。

タブレット型端末で情報検索ができる。

・出展：（一社）全国道の駅連絡会 

道の駅 

ましこ 

「移住サポートセンター」の窓口を設

置。スタッフは「ましこのコンシェルジ

ュ」と名付けられ、Ｉ・Ｕターン移住経

験者も活躍する。益子町の移住に関する

月の平均相談件数は、道の駅オープン前

の 2倍に増えた。 

・出展：（一社）全国道の駅連絡会

道の駅 

九頭竜 

ロボホンを２体導入し、１体は道の駅

のふれあい館内に設置。タブレット端末

で観光スポット、食、施設、福井弁の４

ジャンルの中から好きな項目を選ぶと説

明をしてくれる。もう１体は持ち歩きタ

イプで、施設内を歩くと、近くにある恐

竜親子のモニュメントなどの前で解説し

てくれる。 

・出典：㈱ＳＨＡＲＰ 

道の駅 

うとろ・シリ

エトク 

情報発信で北海道 No.1 の道の駅。パン

フレットやポスターをきれいに掲示、こ

まめに貼り替える。また、ホワイトボー

ドを使い天気や交通情報をタイムリーに

更新する。利用者目線を大切にし、自治

体等で分けず「知床」として案内する。

・出展：（一社）全国道の駅連絡会

道の駅 

ゆうひパー

ク浜田 

石見地域を紹介する情報コーナーがあ

り、石見地域に馴れ親しんだ女性スタッ

フが常駐する。手作りの案内板やデジタ

ルサイネージを活用した案内設備も充

実。浜田港のクルーズ客船から人を呼び

込むため、外国語標記の掲示も行う。 

・出展：（一社）全国道の駅連絡会

北海道開発

局／道の駅

スポット 

スマートフォンやタブレット端末で設

定すると、「道の駅情報」や「道路情報」

を公衆無線 LAN から 60 分間無料で使用

できる。通行止め情報や気象情報、周辺

施設を見ることができる。 

・出展：北海道開発局 
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道の駅 

公式ホーム

ページ 

道の駅検索、新規オープンした道の駅

や道の駅の取り組み等の紹介、道の駅モ

ール（通販サイト）等、全国の道の駅を

楽しむためのお役立ち情報を提供してい

る。 

・出展：（一社）全国道の駅連絡会

2.その他情報発信の事例 

カテゴリ

ー 
事例 詳細 

ロボット、

AIの活用 

・㈱ＳＨＡＲＰ 

ロボホン：受付案内、プログ

ラミング授業、ツアーガイ

ド、ホテルでの客室コンシ

ュルジュ等で導入事例があ

る。 

・出展：㈱ＳＨＡＲＰ 

・㈱ティファナ・ドットコム

AI さくらさん：アニメ風の

女性キャラクターが成田空

港や海浜幕張駅で観光情報

や乗換ルート等を案内す

る。コロナ対策で非接触、検

温機能搭載。 

 ・出展：㈱ティファナ・ドットコム 

多 言 語 対

応ツール、

ア プ リ の

活用 

・㈱モリサワ 

多言語ユニバーサル情報 

配信ツール「MCCatalog+」

・出展：㈱モリサワ 

紙媒体のデータを活用し、10 言語のテキスト表示と

音声読み上げに対応。UD（ユニバーサルデザイン）フォ

ントを採用するなど、多くの人に配慮したデザイン設計

になっている。SNS との連携や、コンテンツごとのログ

解析機能も充実。 

・凸版印刷㈱ 

多言語コミュニケーション

サービス「VoiceBiz」、地域

情報発信アプリ「UNLOCKS」

・出展：凸版印刷㈱ 

「VoiceBiz」は音声で 11 か国語、テキストで 30

か国語に翻訳できる。「UNLOCKS」は観光イベント

や地域情報を多言語で発信できるデジタルコンテ

ンツサービス。スタンプラリーやクイズ、クーポ

ン、アンケート、スポット情報、コース案内など、

地域の情報発信に必要な機能が用意されている。 

VR、AR 等の

映 像 技 術

の活用 

・凸版印刷㈱ 

4K 高精細映像やタッチパネ

ルのコンテンツ、デジタル

アーカイブ 

・出展：凸版印刷㈱ 

仙台・広島・熊本

の 3空港で、先端映

像技術を駆使し地

域文化資源の魅力

を発信している。 
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マ ス メ デ

ィ ア の 活

用 

・㈱日本国際放送 

テレビと WEB の両輪による

海外情報発信 

・出展：㈱日本国際放送 

制作した映像をテレビで

世界放送の後、繰り返し視聴

できる仕組みを整え、「Catch 

Japan」の専用サイトや、「You 

Tube」「Facebook」等、各種メ

ディアストリーミング端末

に配信。 

著作権を共有するかたちで、制作した映像をスポンサーである自治体に

無償で提供。展示会ブースでの上映や、公式サイトや SNS での動画配信

等、二次利用が可能である。 
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(5) 物販施設・アンテナショップ

「物販施設・アンテナショップ」の導入規模について、「物販施設」及び「アンテナショ

ップ等」を「物販施設・アンテナショップ」として機能集約することから、「道の駅」全国

調査結果や民間事業者アンケート、協議会の意見等を参考に算定した規模を想定する。

■ 算定結果 

 物販施設・アンテナショップは、2,060 ㎡（売場：1,370 ㎡、バックヤード：690 ㎡）

とする。 

表 7.6 各種調査の物販施設・アンテナショップの規模 

｢道の駅｣全国調査結果※ 412 ㎡（平均：農林水産物直売所含む） 

民間事業者アンケート 1,300 ㎡（平均）：物販施設 

145 ㎡（平均）：アンテナショップ等 

(参考)他の道の駅事例 1,134.9 ㎡：道の駅川口・あんぎょう 

1,115 ㎡：道の駅まくらがの里こが 

764 ㎡：道の駅しもつけ 

397.2 ㎡：道の駅八王子滝山 

590 ㎡：道の駅庄和 

市民アンケート 生鮮食品や加工肉等の販売に対する意見が多い。 

協議会意見 事業者アンケートや事例等を踏まえ、過年度調査における

物販施設の設定規模 2,060 ㎡とする。 

本事業における導入規模 2,060 ㎡（売場：1,370 ㎡、バックヤード：690 ㎡） 

※出典：「道の駅」を拠点とした地域活性化 調査研究報告書（平成 24 年 3 月）/財団法人地域活性化センター
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【参考】最新の販売手法の事例 

道の駅整備時に、物販施設・アンテナショップの販売手法を検討する際の参考となる最新事例

を示す。

1.道の駅の販売手法の事例 

事例 概要 イメージ 

道の駅 

しもつけ 

ドライブスルー併設のスターバックス

が開店（スターバックスの道の駅出店自

体は 2件目）。下野市を PR するメニュー

の開発も行う。本格的なコーヒー店を望

む声も多く、さらなる誘客に繋がる見込

み。 

出典：産経新聞 

道の駅 

公式ホーム

ページ、道の

駅ましこ他 

・全国道の駅モール 

オンラインショップで道の駅の商品を

買うことができる。 

「道の駅ましこオンラインストア」 

オリジナル商品をネット販売。ギフト

カタログもある。 

・出展：（一社）全国道の駅連絡会 

道の駅 

ましこ 

道の駅が開業や商品開発をサポートし

ている。陶芸作家が作る「はにわ」のガ

チャガチャは大ヒット商品となってい

る。パッケージデザインをリニューアル

して売り上げが大きく上がった事例もあ

る。 

・出展：（一社）全国道の駅連絡会 

道の駅 

ばんだい 

買い物難民が出てしまう磐梯町の現状

を改善するため、道の駅の商品の庁内へ

の宅配も行う。また、姉妹都市のカナダ

や、同じ「ばんだい」の名を持ち交流が

ある玩具メーカー「バンダイ」の販売コ

ーナーがある。 

・出展：（一社）全国道の駅連絡会 

道の駅 

お茶の京都

みなみやま

しろ村 

元担当役場職員の立ち上げた地域商社

が運営。お茶をテーマとした道の駅とし

てブランディングを行う。地域に密着し

たデザインで評価の高いデザイナーの指

導の下、地元デザイナーとつくりあげた。

お茶農家の人が農作業の中で描いた手書

き文字等がモチーフ。 

・出展：（一社）全国道の駅連絡会 
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2.その他販売手法の事例 

カテゴリー 事例 イメージ 

AI の活用 ㈱ＪＲ東日本ウォータービジネス 

・AI さくらさんの多機能自販機 

使い方やおすすめ商品を多言語で案内 

・販売予測システム 

気象や商品ラインアップ、販売実績などのビッグ

データ（大量データ）から相関関係を見つけ、日々の

運用に展開 

・出展：ティファナ・ドットコム 

地域通貨・商

品券の活用

（地元住民

向け、来訪者

向け） 

・深谷市 

地域住民の施策参加を促す動機付けに地域通貨を

活用。進呈品を市内の取扱店で好きな商品を買える

地域通貨とし、地域内消費を活性化。 

・出典：深谷市 
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(6) 飲食施設

飲食施設の導入規模については、協議会の意見や民間事業者アンケート、他の道の駅事例

等を参考に算定した規模を想定する。

■ 算定結果 

 飲食施設は、620 ㎡（レストラン：260 ㎡、フードコート：360 ㎡）とする。 

表 7.7 各種調査の飲食施設の規模 

｢道の駅｣全国調査結果※ 251 ㎡（平均） 

民間事業者アンケート 623 ㎡（平均） 

(参考)他の道の駅事例 548 ㎡（敷地面積 約 4.1ha）：道の駅まくらがの里こが 

507 ㎡（敷地面積 約 3.3ha）：道の駅しもつけ 

237.6 ㎡（敷地面積 約 1.04ha）：道の駅八王子滝山 

246 ㎡（敷地面積 約 2.9ha）：道の駅庄和 

市民アンケート フードコートやテイクアウトできる施設の要望が多い。 

協議会意見 民間事業者アンケートや事例等を踏まえ、レストランとフ

ードコートの設定規模の合計値 620 ㎡で問題ない。ただ

し、利益率向上を図るため、回転率の高いフードコートの

規模増加について、引き続き、検討を行う必要がある。 

本事業における導入規模 620 ㎡（レストラン：260 ㎡、フードコート：360㎡） 

※出典：「道の駅」を拠点とした地域活性化 調査研究報告書（平成 24 年 3 月）/財団法人地域活性化センター
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(7) キッズスペース

キッズスペースは、協議会の意見や民間事業者アンケート、他の道の駅事例を参考に算定

した規模を想定する。 

■ 算定結果 

 キッズスペースは、300 ㎡とする。 

表 7.8 各種調査のキッズスペースの規模 

民間事業者アンケート 179 ㎡（平均） 

(参考)他の道の駅事例 300 ㎡：道の駅にっしん（愛知県日進市） 

300 ㎡：(仮称)西条バイパス道の駅（広島県東広島市、計画）

市民アンケート キッズスペースや授乳室の導入に対する要望は比較的多い｡

協議会意見 道の駅は平日と休日で利用形態が異なるため、高齢者やド

ライバー等も利用しやすい工夫が必要である。 

本事業における導入規模 300 ㎡ 

(8) 多目的交流スペース

多目的交流スペースは、協議会の意見や民間事業者アンケート、他の道の駅事例を参考に

算定した規模を想定する。 

■ 算定結果 

 多目的交流スペースは、350 ㎡とする。 

表 7.9 各種調査の多目的交流スペースの規模 

民間事業者アンケート 334 ㎡（平均） 

(参考)他の道の駅事例 561 ㎡（敷地面積 約 7.1ha）/ｲﾍﾞﾝﾄｽﾍﾟｰｽ、会議室、調理室 

：前橋市新設道の駅（群馬県前橋市） 

134 ㎡（敷地面積 約 5.6ha）/調理室を含む） 

：道の駅常陸大宮～かわプラザ～（茨城県常陸大宮市） 

320 ㎡（敷地面積 約 3.3ha） 

：道の駅しもつけ（栃木県下野市） 

市民アンケート 道の駅が市民の交流の場となることに対する期待が伺える｡ 

協議会の意見 春岡地域における交流拠点としての活用も考えていく。 

本事業における導入規模 350 ㎡ 
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(9) 防災施設

防災施設は、非常用電源装置や耐震性貯水槽、非常用屋外照明の設置を想定しており、

他の道の駅事例と同程度の規模を想定する。 

また、その他の自然エネルギーとして太陽光発電などを検討する。 

■ 算定結果 

 防災施設は、150 ㎡とする。 

表 7.10 各種調査の防災施設の規模 

民間事業者アンケート 161 ㎡（平均） 

(参考)他の道の駅事例 125 ㎡（自家発電機室:50 ㎡、備蓄倉庫:75 ㎡）：茅ヶ崎市道の駅

145 ㎡（防災備蓄倉庫・非常用発電施設：130 ㎡、貯水施

設：15 ㎡）：道の駅香春（福岡県香春町） 

65 ㎡（防災備蓄倉庫・非常用電源装置・貯水槽）：道の駅

美濃にわか茶屋（岐阜県美濃市） 

市民アンケート 防災機能に関する要望は比較的多い。 

協議会意見 地域や自治会の防災機能とは異なり、帰宅困難者のための

機能の導入を考える必要がある。 

本事業における導入規模 150 ㎡ 

(10) ガレリア

ガレリアは、協議会の意見や民間事業者アンケート、他の道の駅事例を参考に算定した

規模を想定する。 

■ 算定結果 

 ガレリアは、700 ㎡とする。 

表 7.11 各種調査のガレリアの規模 

民間事業者アンケート 700 ㎡（平均） 

(参考)他の道の駅事例 約 750 ㎡※：道の駅京丹波味夢の里（京都府京丹波市） 

約 720 ㎡※：道の駅みなとオアシスうわじま（愛媛県宇和島市）

約 740 ㎡※：道の駅豊前おこしかけ（福岡県豊前市） 

市民アンケート 屋根付きイベント広場に対する要望も比較的多い。 

協議会の意見 700 ㎡の規模で問題ない。雨天時や炎天下では必要な施設

である。運営を行う中で利用者ニーズに合わせて形態を変

えていくことが重要である。 

本事業における導入規模 700 ㎡ 

※図上計測 
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(11) 附帯施設等の規模設定

附帯施設等は、「東日本高速道路株式会社 設計要領 第四集 休憩施設編」に基づき算定

した規模を想定する。 

■ 算定結果 

 附帯施設等（電気室、浄化槽等）は、550 ㎡とする。 

表 7.12 片側駐車ます数に対する附帯施設等の規模（サービスエリア） 

片側駐車ます数 無料休憩所 附帯施設 

251 台以上 250 ㎡ 550 ㎡ 

201～250 台 210 ㎡ 550 ㎡ 

151～200 台 210 ㎡ 550 ㎡ 

101～150 台 170 ㎡ 500 ㎡ 

100 台以下 140 ㎡ 500 ㎡ 

出典：東日本高速道路㈱ 設計要領 

(12) 従業員用駐車場

従業員用駐車場は、小型車 40台と搬入車 2台を確保する。 

※従業員駐車場の算定にあたっては、他の道の駅における施設規模に基づいた事例や東日

本高速道路株式会社の設計要領等にも規定等がないことから、暫定的な算定とする。 

■ 算定結果（暫定） 

 従業員用駐車場は、1,200 ㎡とする。 



56 

(13) 道の駅の規模

本道の駅の規模一覧は、以下のとおりである。（今後の検討により変更となる場合があ

る。） 

表 7.13 導入規模一覧 

施設区分 項  目 導入規模 

駐車場 駐車場※1

23,340 ㎡（385 台） 

小型車 274 台、小型車(車いす対応)6 台、 

大型バス 35 台、大型貨物車 64台、 

大型特殊車 6台 

休憩施設 
トイレ 500 ㎡ 

ベビーコーナー 32 ㎡ 

地域振興施設 

(情報発信・休憩施設含む)

情報発信・休憩施設 250 ㎡ 

物販施設・ 

アンテナショップ 
2,060 ㎡ 

飲食施設 620 ㎡ 

キッズスペース 300 ㎡ 

多目的交流スペース 350 ㎡ 

防災施設 150 ㎡ 

共用部分※2 

(トイレ 250 ㎡を含む)
670 ㎡ 

地域振興施設（屋外） ガレリア 700 ㎡ 

その他 
附帯施設 550 ㎡ 

従業員用駐車場 1,200 ㎡（小型車 40 台） 

計※3【A】 30,722 ㎡ 

緑地※4【B】 14,641 ㎡ 

公園※4【C】 1,000 ㎡ 

調整池※5【D】 2,328 ㎡ 

外構 
＝【E】－（【A】+【B】+【C】+【D】） 

4,329 ㎡ 

全体面積【E】 53,020 ㎡ 

※1：車路含め 1台当たりに必要となる面積（㎡/台）で算出｛小型車：30 ㎡/台、小型車（車いす対応）：

45㎡/台、大型車バス・大型貨物車：140 ㎡/台、大型特殊車：165 ㎡/台｝ 

※2：共用部分は管理室や廊下を想定 

※3：施設は平屋建てを想定。駐車場については、車の処理等で面積が拡大する可能性がある。 

※4：開発行為として敷地面積の 6%の公園緑地等（うち公園 1,000 ㎡以上）と、「さいたま市公共施設緑化

マニュアル 改訂版」より、開発行為で整備する緑地面積を除いた敷地面積の 25%を緑化面積とする

（緑化率 29.5%以上を確保）。 

※5：水深約 2.2m を想定した場合の調整池面積 
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7.3. 施設配置計画の検討
(1) 施設配置計画の基本方針

本道の駅の導入機能・規模を踏まえ、事業対象地における施設配置計画を検討する。施設

配置における方針を以下に示す。

以下の方針を踏まえ、施設配置計画を基に検討する。

① 動線

・本道の駅へのアクセスは、国道 16 号沿線より市道を整備し、出入りする。 

・国道 16号の渋滞に配慮した交差点の改良及び本道の駅構内において滞留できる動線

を計画する。 

・敷地西側の市道から管理用車両の出入り口を設け、一般車両との動線を分離できる計

画とする。 

② 緑地

    ・周辺の自然環境に十分配慮する。

・「さいたま市開発行為に係る公園等設置基準」により、開発区域の面積の 6％以上の公

園等（うち公園 1,000 ㎡以上）と「さいたま市公共施設緑化マニュアル 改定版」によ

る開発行為で整備する緑地面積を除いた敷地面積の 25％を緑化面積とする。 

※緑化率 29.5％以上を確保 

＜計算＞ 

開発区域の面積公園等 6％ 

上記を除く敷地面積の 25％：（1－0.06）×25％＝23.5％ 

 開発区域全体に対する緑化：6％＋23.5％＝29.5％ 

③ 駐車場

    ・駐車場は、「東日本高速道路株式会社 設計要領」に基づき算定した 385 台を確保する。 

④ 雨水貯留施設

    ・「埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例」に従い算出する。

    ・雨水貯留施設容量・面積の算出には、盛土量や流末の高さによって大きく左右される

ため、詳細は造成基本設計時に検討する。

    ・埼玉県河川砂防課と協議した結果、下記の条件で算出する。

＜条件＞ 

     冠水想定区域：０．３７５ｍ 

     地域別調整容量Va：９５０㎥/ha（県南ブロック） 

     ＜計算＞ 

     雨水流出抑制施設の必要対策量＝(雨水流出増加行為に対する必要対策量)＋(冠水想定

区域での盛土行為に対する必要対策量） 
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⑤ 農業用の用水路及び排水路

    ・敷地内に用水路及び排水路が通っているため移設が必要。周辺農地に十分配慮した上

で用排水路を整備する。

⑥ 地盤

    ・事業地は、軟弱地盤であることから、軟弱地盤対策を講じる。
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表 7.14 事業候補地

事業候補地の概要 

位置図 

見沼区宮ヶ谷塔 4丁目 

敷地面積 53,020 ㎡

国道 16号からの接続性
・近接する卸町交差点と区域が接しており、事業候補地区域内にアクセ

ス路を設置することが可能である。 

周辺道路との関係性 
・区域西側の市道は、片側 1車線（片側歩道）となっており、管

理・搬出入車両動線として活用できる可能性がある。 

既存用・排水路との関

係性 

・事業候補地区域の中央部に見沼代用水東縁から用・排水路が流入

しており、土地利用をするうえで移設切回し等が必要である。 

事業候補地の敷地形状 
・事業候補地は、区域の南側が狭窄しており、土地利用効率の低下

が懸念される。 

事業候補地内の現況施

設の有無 

・農業用の倉庫や資材などは存在していない。 

周辺施設

との関係

性 

さいたま市

食肉市場 

・国道 16号を挟んで、事業候補地と接しているため、農業及び食の

流通・観光産業拠点としての一体性がある。 

春おか 

広場 

・事業候補地の西側と接しているため、防災面での連携が図りやす

い。 

既存集落 

・事業候補地の南側に住宅地が点在しているが、事業候補地と住宅

地の間に屋敷林があるため、騒音やプライバシー保護等の問題は

生じ難いが計画するうえで配慮する必要がある。 

事業候補地内周辺の 

農地への影響 

・事業候補地の西側と北側に農地があり、市道を挟んで隣接してい

るため、一体的な営農環境が確保しやすい。 
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(2) ゾーニング計画図

事業候補地のゾーニング計画を以下に示す。

図 7.3 道の駅の配置計画(案)

組
合
会
館

便

局

食肉中央卸売市場･と畜場

候補地
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7.4. 整備費及び収支見通し

(1) 整備費及び収支見通しの検討

本道の駅の整備費は、用地取得費を含め約 61 億円を見込む。

また、収支の見通しは、施設利用者を約 100 万人／年、客単価を約 1,600 円見込んでおり、

運営事業者（民間）の利益を差し引いた後の市への納付想定額を約 6,200 万円以上／年の黒字

が見込める。

なお、建設投資及び操業開始後の経済波及効果については、下記のとおりである。

出典：R2.11.18 第 304 回都市経営戦略会議資料/さいたま市 
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8. 整備手法の検討 

8.1. 一般的な民間活力導入方式

これまで、公共施設整備において様々な民間活力導入方式が検討され、そのバリエーショ

ンは、以下のとおりである。 

 設計・建設段階の民間活力導入方式 

設計・施工一括発注方式（DB方式） 

 運営・維持管理段階の民間活力導入方式 

指定管理者制度 

 設計・施工・運営・維持管理の包括的民活方式 

 PFI（BOO、BOT、BTO 等）方式 

 DBO 方式 

図 8.1 民間活力導入方式のバリエーション 

（用語解説） 

設計・施工一括発注方式（DB式）：1つの事業者が設計と施工を一体的に実施する方式で

あり、設計の契約と工事の契約を同時に行う方式。 

指定管理者制度：公の施設※について、民間事業者等が有するノウハウを活用することに

より、住民サービスの質の向上を図っていくことで、施設の設置の目的を効果的に達成

するため、平成 15年 9月に設けられた制度。 

PFI 方式：公共施設等の建設、運営、維持管理等を民間の資金、経営能力及び技術的能力

を活用して行う手法。民間の資金、経営能力、技術的能力を活用することにより、公共

側が直接実施するよりも効率的かつ効果的に公共サービスを提供できる事業について、

PFI 方式で実施する。 

DBO 方式：設計・建設・維持管理・運営を一括して民間事業者が行う方式。資金調達は公

共側が行う。公共側が資金調達することにより、金利コストの低減が期待できる。

※公の施設：住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設（地方自治法第 244 条）
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8.2. 民間事業者から意向の多かった整備手法

上述までの基本的な考え方から、公設民営を前提に検討を進めているが、本事業者におい

て民間事業者から意向の多かった整備手法は、以下のとおりである。

 「BTO 方式」又は「DBO 方式」 

【BTO 方式】 

 民間事業者が資金調達を行い、施設を設計・建設、運転・維持管理を実施

 施設完成後に所有権を公共に移転し、その後は一定期間、運営を同一の民間に委ねる方

式

【DBO 方式】 

 公共の資金調達（交付金、起債、一般財源）を行い、施設の設計・建設、運転・維持管

理を民間事業者に包括的に委託

 PFI 方式と大きく異なるのは、公共が資金調達して施設整備を行い、事業期間を通して

施設を所有することになる
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8.3. 整備手法の一覧

市が前提に考えている従来方式と、民間事業者から意向の多かった整備手法の一覧は、以

下のとおりである。

表 8.1 整備手法の一覧

項目 公設民営 ＰＦＩ(ＢＴＯ方式) ＤＢＯ方式 

発注方式 仕様発注 性能発注 性能発注 

契約形態 分離発注 一括発注 一括発注 

役
割
分
担

計画策定 市 市 市 

資金調達 
市 

（交付金、地方債）

民間 

（PFI 事業契約） 

市 

（交付金、地方債）

施設所有 市 市 市 



65 

9. 今後の進め方 

9.1. 事業スケジュール（想定）

公設民営を想定した場合の事業スケジュールを以下に示す。

表 9.1 事業スケジュール（想定） 
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